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２月イベント情報 青森市観光キャラクター　ねぶたん

青森観光コンベンション協会 新会長に佐藤健一氏 就任

初心者大歓迎！ 青森ねぶた囃子講習会

受験生応援企画 菅原道真ねぶた展示

第１２回 全国小・中学生ねぶた下絵コンクール ねぶた制作中！

初心者大歓迎！
参加してね‼

開催中の講習会の様子

道真ねぶたとねぶたしおり

会長に就任した佐藤健一氏

小学生部門最優秀賞「帝釈天と月の兎」とミニねぶた制作風景中学生部門最優秀賞「光の道しるべ」と中型ねぶた制作風景

第１２回全国小・中学生ねぶた下絵コンクールにおいて、最優秀賞を受賞した作品のねぶた制作が開始されました。
中学生部門を竹浪比呂央氏監修のもと弟子の津川創さんが中型ねぶたに、小学生部門を諏訪慎氏監修のもと弟子の倉内
裕太さんがミニねぶたに仕上げます。中型・ミニねぶたともにねぶたホール内倉庫にて制作しております。ねぶたミュージア
ム営業中に制作をしていれば、その様子を見学することもできます。完成した中型・ミニねぶたの除幕式は３月３１日（金）
を予定しております。

令和５年１月１７日（火）に当協会の臨時総会を開催いたしました。
２６７名の会員の皆様（出席５３名、委任状出席２１４名）にご出席いただ
き、補欠理事２名の選任についてご承認いただきました。
臨時総会終了後、会長を選定するための臨時理事会を開催し、青森商工会議
所副会頭で、青森ケーブルテレビ㈱ 代表取締役会長の佐藤健一氏が新会長
に選定されました。
今後とも皆様のご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

小学生以上を対象にした ねぶた囃子教室を開催しております。参加費は無料、事前の申し込みも不要で当日の１９時ま
でにお越しください。手振鉦・バチは貸出いたします。ぜひご参加ください。

学問の神様と言われている菅原道真のねぶたをエントランスホール
にて展示します。受験生の方には１F総合受付で、眠気に打ち勝ち願
いを成就できるように「ねぶたしおり」を配布いたします。

開催日： ２月１８日、２月２５日、３月１８日、３月２５日（全て土曜日） 
時    間： １９：００～２０：３０
場    所： ねぶたの家ワ・ラッセ １F交流学習室
対    象： 小学生以上（小学生は保護者同伴）
講    師： 青森ねぶた正調囃子保存会
※参加費無料、事前申込不要、手振鉦・バチは貸出いたします。

期    間： ２月１日（水）～３月１２日（日）



■令和５年１月２６日現在の情報です。都合により変更となる場合もございますので、ご了承ください。
■ひとつでも多くのコンベンションを支援していきたいと思いますので、情報がございましたらお早めにご連絡くださいますようお願いいたします。

コンベンション＆イベント情報

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催中止・延期となる場合もございますので、予めご了承ください。

\ 雪だ！ /  \ 灯りだ！ /  \ 芸術だ！ /\ 雪だ！ /  \ 灯りだ！ /  \ 芸術だ！ /

その他連携イベント等の詳細は HP「あおもり案内名人」をご覧ください。その他連携イベント等の詳細は HP「あおもり案内名人」をご覧ください。

食ガチャ食ガチャ食食ガチャガチャ

あおもり冬のワンダーランド 2 月開催イベント！あおもり冬のワンダーランド 2 月開催イベント！

2023年に青森市で開催される東北
絆まつりとコラボレーション！絆まつ
りをモチーフにした会場を雪灯りや
WISHキャンドルが照らします。

＊あおもり雪灯りまつり

＊第４５回  青森冬まつり

◆期間：2月 3日（金）～ 5日（日）
◇時間：17：00 ～ 21：00
◆場所：ワ・ラッセ 西の広場

青森商工会議所では、飲食店支援の
一環として２,０００円以上のお食
事券が必ず当たる１回１,０００円
のお得な「応援！あおもり食ガチャ」
を実施します。詳細は青森商工会議
所ホームページをご確認ください。

今回で10回目の開催となるもつけ姿
の男たちによる雪上綱引き！今年は長
島小学校創立150年記念コラボ花火も
打ちあがります!!

陸上自衛隊青森駐屯地制作の大型
すべり台が目玉の青森の冬恒例イベ
ント。ほかにも出店や雪上サッカー
大会などイベント盛りだくさん！

◆期間：2月 11 日（土・祝）～ 12 日（日）
◇時間：9：00 ～ 15：00
◆場所：青い海公園

＊ザ・もつけ祭＆冬花火
◆期間：2月 11 日（土・祝）
◇時間：17：30 ～ 19：00
◆場所：ワ・ラッセ 西の広場

◎設置場所：2月 3日（金）16：00 ～  さくら野百貨店青森店
                          2 月 4 日（土）14：00 ～  サンロード青森
                         ※ガチャがなくなり次第終了
◎利用料金：1回 1,000 円 ※お一人様一回限り
◎利用期間：2月 3日（金）～ 2月 28 日（火）
◎お問合せ：青森商工会議所 （☎017-734-1311）

開催日 大会名 時間 参加人数 会場 主催・問い合わせ

2/9～12 第18回 全農全国高等学校カーリング選手権大会 - 200 みちぎんドリームスタジアム 全国高等学校カーリング選手権大会実行委員会

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

2/4 ひとりでがんばらない介護 ～介護はチームで！みんなで取り組もう！～
男女共同参画プラザカダール
AV多機能ホール

男女共同参画プラザカダール

2/4～23
＊12日は休館日

階段ギャラリー パネル展 「STOP DV～これってDV？～」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

2/4～6 令和4年度 第35回棟方志功賞版画展 協同組合タッケン美術展示館 一般財団法人青森市文化観光振興財団

2/4～5 カースーパー決算フェア 青森産業会館 ㈲ビックジャパン

2/5 青森県立青森北高校吹奏楽部 第5回定期演奏会 リンクモア平安閣市民ホール 青森県立青森北高等学校吹奏楽部

2/12 雪と子どものスペシャルイベント モヤヒルズ モヤヒルズ

2/12 青森サイクルフェスタ 海辺de 雪上２ｈエンデューロ 青い海公園 青森サイクルフェスタ実行委員会

2/17 青森山田高校演劇部卒業公演 リンクモア平安閣市民ホール 青森山田高校演劇部

2/23～26 ATV軽まつり 青森産業会館 ㈱青森テレビ

2/25 遊んで学ぼう身近なSDGｓ ～世代を超えてみんなで”すごろく”～
男女共同参画プラザカダール
AV多機能ホール

男女共同参画プラザカダール

2/25～26 第32回 日専連全国児童版画コンクール青森地区選展覧会 協同組合タッケン美術展示館 協同組合 日専連青森

2/26 映画「カラエンコの花」鑑賞会＆ワードカフェ
男女共同参画プラザカダール
多機能ホール/研修室

男女共同参画プラザカダール

3/1 カダール映画の日2022vol.6「トークバック沈黙を破る女たち」無料上映会
男女共同参画プラザカダール
AV多機能ホール

男女共同参画プラザカダール

3/4～3/30
＊12日は休館日

階段ギャラリー パネル展「3.11を忘れない～未来に備える為の記憶」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

3/11～12 カースーパー総決算 青森産業会館 ㈲ビックジャパン

3/16～21 青森市所蔵作品展示 ～山口晴温「春待つ調べ」～ 協同組合タッケン美術展示館 一般財団法人青森市文化観光振興財団

3/17～19 素人デジカメ写真展 協同組合タッケン美術展示館 素人デジカメ写真の会

3/18～19 第38回棟方志功大賞 県下小・中学校あおもり版画まつり 協同組合タッケン美術展示館 ㈱陸奥新報社

3/24～26 第15回Nissho 住まいのリフォームフェア 青森産業会館 日昭㈱青森支店
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